
今年も個別指導クラスは、有名私立小学校へほぼ１００％の合格実績を達成しました!

日本英才教育

★合格実績も実力も人気も一級の講師を独り占め！完全１対１個別指導授業

★いつでも、何処ででもご家庭の都合に合わせて超一級講師の授業が受けられます。

★日本全国・世界中どこからでも場所を選ばずに授業が受けられます。

★オンライン授業は、お教室に通う時間は０分！リビングが教室。

★オンライン個別指導は必ず成果が出る！今年も志望校合格報が続々届いています。

★お子さまに合わせたきめの細かい指導が合格に結びつきます。

★お子さま一人に的を絞ったカリキュラムと指導で最大効果

★志望校合格へ直結する実力講師の的確指導は今年も大きな成果をあげています。

★授業教材は合格実績 No.1 の特別カリキュラム。

★オンライン授業はムダ話・よそ見を全てカットの超集中授業

★オンライン授業に、お子さまはとても喜んで授業に参加しています。

★オンライン授業に、お子さまはびっくりするほど集中して授業に参加しています。

★オンライン授業は、お子さまが次回の授業が待ち遠しくなる楽しい授業です。

★オンライン授業は、お母さまも参加できる授業です。

★オンライン授業は、他の人の目を気にすることなく、その場で先生にお子さまのことを

相談できます。

★お子さまはリビングで授業、お母さまはキッチンで夕食の支度。

★教室への送り迎えがありません。授業が終われば後はもう自由時間。

★オンライン授業はどこからでも受けられます。旅行先ホテルでも、移動中の列車や

車の中でも、田舎のおじいちゃんやおばあちゃんの所ででも受けられます。

★ビデオ形式による、先生からの一方通行の授業でありません。いつも先生との会話が

ある双方向ライブ授業です。

有名私立・国立小学校受験特訓

オンライン個別指導
双方向・完全１対１・オンライン

個別指導クラスを開講します！
合格実績の高い超一級講師の個別指導を、教室授業をそのままに、

オンラインで受講できるようになりました。
いつでも何処でも、時間や場所を気にせずにご家庭の都合に合わせて、

質の高い決め細やかな個別指導が受けられます。
オンライン授業は、お教室に通う時間は０分！リビングがお子さまの教室です。

〔通話料無料／授業料月額￥２５,２００-〕

世界で初めて！ 若干名募集



◆授業形態

オンライン個別指導クラスでは、下記のような授業を実施します。

①先生 ⇔ お子さま
ペーパー・個別問題・絵画工作・運動などのほか、ペーパー弱点補習や、個別問題指導、面接練習
などを実施いたします。

②先生 ⇔ お子さま ＋ お母さま
お子さまの授業を、お母さまも交えて一緒に実施いたします。お母さまへのアドバイス、親子問題
対策面接演習などを実施いたします。

③先生 ⇔ ご家族（お子さま＋ご両親）
面接演習などを実施いたします。お父さま、お母さまへの細かな指導をいたします。

④先生 ⇔ お母さま
受験に関する相談や、ご家庭で取り組み方の指導、お子さまの弱点などの指導をいたします。

◆実際の授業の様子◆

◆受講に必要な機器

１．パソコン（ウインドウズ XP 以上／ＭａｃＯＳX以上）

２．イヤホーンマイク（￥１,０００位）

３．ウェブカメラ（￥３,０００～￥６,０００位）

４．電話回線（ＡＤＳＬまたは光回線）

５．スカイプＴＭ（テレビ電話ソフト 無料） http://www.skype.com/intl/ja/

※設定は、どなたにでも簡単にできます。担当者が詳しくアドバイスいたします。

▼参考：イヤホーンマイク ▼参考：ウェブカメラ

お問い合わせ・ご相談窓口

事務センター ０３－３７２４－５７７９
月～金 10:00～17:00 土日祝日を除く



平成２２年度

保護者各 位

日本英才教育

日本英才教育では、１２月よりインターネットを使った「オンラインによる完全１対１個別指導

クラス」を開講します。この授業はご家庭で希望される時間、希望される場所など何時、何処でも

ご家庭の都合に合わせて（日本全国や世界中どこからでも）授業を受けることができます。

オンライン授業はお子さまと講師が、双方向によるテレビ電話を使って行います。

この授業の特色は、お子さまと講師のフェイス to フェイスの完全個別授業のため、一般の教室

集団授業、家庭教師に比べて比較にならないほど濃密な授業で、お子様の実力を伸ばし、有名小学

校合格には絶対的な力を発揮します。

また、お子さまの状況を講師が逐一把握できるため、リアルタイムで的確な指導とアドバイスを

行います。お母さまの授業への参加も可能です。

詳細について説明を希望される方は、お電話でお問い合わせください。

◆実施要項

授業料 ￥２５,２００-（月額・消費税を含む）

入会金 ￥１２,６００-（在籍児は免除）

教材費 ￥１８,９００-（６か月分）

実施場所 インターネットの接続が可能なところ（ご自宅など）

授業時間 ご希望の曜日・時間（受講は事前に電話での予約が必要です。）

指導時間 １回１時間

授業回数 ２１回（６ヶ月）※授業実施日は、授業カレンダーに準じます

授業の振替 授業の振替は、前日までのお申し出のみ可能です。

申込締切 １１月２７日（金）

募集定員 若干名

申込方法 受講を希望する方は費用を下記にお振込の後、お電話でお申込ください。

①下記銀行まで費用をお振込みください。幼児氏名と在籍番号を併記してお振込みください。

②下記まで、お電話にてご連絡ください。

その他 授業時間・曜日は、事前に１ヶ月単位で予定を決定させていただきます。（振替

は前日まで受付します）

会員規約及び授業実施要項（授業実施日時を含む）は、他のクラスの授業日程

（授業カレンダー）に準じます。

三菱東京 UFJ 銀行 自由が丘駅前支店 普通 １１４３５１４

口座名：エイサイ または ㈱日本英才教育

振込み名 例） エイサイタロウ 013000001

受付電話 ０３－３７２４－５７７９

月～金 10：00～17：00 （土・日・祝日を除く）

1)幼児氏名 2)在籍番号 3)申込み講座名（オンライン授業）



《受講されたお母さまより》

＊この授業は、カリキュラムも受験の情報もしっか
りしていると思います。受験を考えていますが、
この授業で充分だと思います。

＊傍で見ていても、こんなに子どもが集中してでき
るなんてびっくりです。１時間があっという間に
過ぎたようです。うちの子にはすごい効果がある
と思います。

＊送り迎えをしなくてすみますから、とても助かり
ます。時間がとても有効に使えます。

＊とても優しくわかりやすく教えていただけるの
で、子どもも大喜びです。

＊共働きの家庭にとっては、授業の曜日や時間が選
べるので助かっています。先生も実際に教室でも
授業をされている先生なので、安心して受講でき
ます。

＊１時間の授業が３時間ぐらいの効果があるよう
に思えます。色々子どものことについて、その場
で相談してアドバイスを頂いています。

＊娘の邪魔にならないように授業を参観していま
す。疑問に思ったことは、授業の途中でも先生に
質問できるのがとても安心です。

＊パソコンの画面を通しての授業に不安を持って
いましたが、子どもってすごいですね。すぐに慣
れて、授業に集中して参加しています。集中力が
ものすごくついたと思います。

＊授業ごとに先生からアドバイスをいただいてい
るので、不安がなくなります。授業経験豊富なベ
テランの先生での指導は、親までも指導いただけ
るのが嬉しいですね。

＊何より我が子が楽しんで先生と授業をしていま
す。子どもが伸びるのを実感します。

＊里帰りしている間でも、祖母のところで授業を受ける
ことができました。田舎での授業は祖母もびっくりし
ていました。休まなくてすむので安心です。オンライ
ン授業のおかげです。

＊オンライン授業はすごいですね。この子が夢中になる
のですから。息子の力もすごく伸びました。

＊先生に感謝しています。集中力がないと思っていた子
どもが、一生懸命授業に参加している姿に、親の私が
感動しました。できの悪い子もこれでできるようにな
ると思っています。

＊みなさんにこの授業をおすすめします。絶対効果があ
ります。受講すれば実感できます。

＊オンライン授業は親がいつも見ていられるので安心で
す。できなかったところはその日のうちに復習するよ
うにしています。伸びていると思います。

＊はじめは少し心配しましたが、授業を受けてみるとそ
の効果にびっくりしました。子どもがすぐにオンライ
ン授業に慣れたのにはびっくりです。

＊この授業のおかげで、子どものことにイライラしなく
なりました。先生からのアドバイスが効いています。
先生に感謝しております。

＊送り迎えがないのは楽ですね。母親が仕事を持ってい
ると、この授業は最高に楽です。

＊オンライン授業は最高です!皆様におすすめします。力
が見違えるほどぐんと伸びました。

＊先生にどんなことでも相談できるので安心です。親の
私も授業を楽しみにしています。

＊お教室で受ける授業より、ずっと中身が濃いのでびっ
くりしました。すごく効果がありますね。

＊そばで息子の授業が見られるので、とても安心できま
す。先生の指導も本当に最高です。

◆講師紹介
当教育の講師陣を紹介します。多数の合格実績を持つベテラン講師が指導いたします。
（括弧内は、当教育での指導年数です）

○武井広子（２２年）

〔合格実績〕筑波大附属・東京学芸大附属竹早・お茶の水女子大
附属・青山学院・浦和ルーテル・小野学園・川村・暁星・国府
台女子・昭和学院・昭和女子大附属・白百合・聖学院・開智・
聖徳大附属・星美学園・東京女学館・東京創価・東洋英和女学
院・日本女子大附属豊明・千葉日大・日出学園・立教他

○小川邦子（１９年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属
竹早・東京学芸大附属小金井・東京学芸大附属大泉・東京学芸
大附属世田谷・青山学院・学習院・暁星・国立学園・光塩女子・
晃華学園・淑徳・昭和女子大附属・白百合・聖学院・成蹊・成
城学園・聖心女子・星美学園・玉川学園・田園調布雙葉・東京
女学館・東京創価・桐朋学園・桐朋・日本女子大豊明・雙葉・
立教・立教女学院・早稲田実業他

○加藤知子（１７年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属
大泉・東京学芸大附属竹早・東京学芸大附属世田谷・慶應幼稚
舎・青山学院・川村・暁星・国立音大附属・国立学園・光塩女
子・自由学園・淑徳・昭和女子大附属・白百合・聖学院・成蹊・
成城学園・聖心女子・星美・田園調布雙葉・東京女学館・東京
創価・立教女学院・桐蔭・洗足学園・国府台女子・千葉日大・
日出学園・浦和ルーテル・開智・さとえ学園・星野学園

○石丸洋子（１７年）

〔合格実績〕桐朋学園・桐朋・成蹊・日本女子大附属豊明・暁星・
東京創価・晃華学園・光塩女子・聖心女子・立教女学院・国立
音大附属・明星学園・東京学芸大附属小金井・東京学芸大附属
大泉・筑波大附属・お茶の水女子大附属

○石橋真弓（１６年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属竹早・
東京学芸大附属大泉・埼玉大附属・暁星・立教・雙葉・聖心・聖学院・
星美・川村・日本女子大豊明・浦和ルーテル・さとえ学園・光塩女子・
東京創価・西武分離・淑徳・昭和女子大附属・国立音大附属・東星学
園・仁川（関西）

○梅山純子（１５年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属大
泉・東京学芸大附属小金井・早稲田実業・成蹊・立教・暁星・西
武学園・東星学園・国立学園・自由学園・聖学院他

○深澤るみ子（１５年）
〔合格実績〕暁星・立教・川村・聖学院・東京創価・開智・さとえ・

浦和ルーテル・埼玉大附属

○加藤圭子（１４年）

〔合格実績〕桐蔭学園幼稚部・筑波大附属・東京学芸大附属小金井・
埼玉大附属・川村・立教・白百合・学習院・日本女子大附属豊明・
淑徳・星美学園・東京創価・聖学院・浦和ルーテル・さとえ学園・
開智・星野学園・昭和学院・日出学園・聖徳大附属

○河野貴子（１４年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属大
泉・東京学芸大附属竹早・東京学芸大附属小金井・早稲田実業・
暁星・白百合・雙葉・青山学院・川村・立教・成蹊・成城学園・
聖心女子・東京創価・西武学園・日本女子大附属豊明・淑徳・宝
仙学園・桐朋学園・目黒星美・聖学院・暁星国際・ノートルダム
女子（京都）・星野学園・昭和女子大附属・国府台女子



○齋藤洋子（１３年）

〔合格実績〕桐朋学園・国立学園・早稲田実業・東京創価・
明星・カリタス・洗足・帝京・桐光学園・聖徳学園・国立
音大・白百合・啓明学園・西武文理・国立音大・白百合・
啓明・西武文理・さとえ学園・桐朋・成蹊・暁星・立教・
埼玉大附属・東京学芸大附属小金井・東京学芸大附属大泉・
武蔵野学園・武蔵野東・国本・サレジオ・明星学園

○中河紀子（１３年）
〔合格実績〕筑波大附属・東京学芸大附属竹早・お茶の水女

子大附属・東京学芸大附属大泉・慶應幼稚舎・白百合・暁
星・立教・日本女子大豊明・聖学院・川村・淑徳・浦和ル
ーテル・聖心・東京女学院

○矢島由美（１２年）
〔合格実績〕お茶の水女子大附属・東京学芸大附属竹早・東

京学芸大附属大泉・学習院・早稲田実業・日本女子大附属
豊明・星美・西武学園・聖学院・淑徳・星野学園・東京創
価

○黒坂美穂子（１２年）
〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大

附属竹早・東京学芸大附属世田谷・暁星・国本・慶應幼稚
舎・光塩女子・晃華学園・昭和女子大附属・成蹊・成城学
園・聖ドミニコ・玉川学園・田園調布雙葉・東京女学館・
東京創価・桐朋学園・東京都市大学付属・和光・カリタス・
桐蔭・桐光学園・森村学園

○森伊都子（１２年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大
附属竹早・慶應幼稚舎・雙葉・東洋英和・光塩女子・学習
院・立教・暁星・東京女学館・白百合・日本女子大豊明・
川村・淑徳・星美・聖学院・東京文化・立教女学院・東京
創価・昭和女子大附属・国府台女子・千葉日大・日出学園・
昭和学院・聖徳大附属

○大森美恵子（１１年）

〔合格実績〕筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大
附属世田谷・慶應幼稚舎・早稲田実業・雙葉・青山学院・
学習院・桐朋学園・東洋英和・聖心女子・日本女子大豊明・
成蹊・成城学園・東京女学館・白百合学園・田園調布雙葉・
桐蔭・横浜雙葉・昭和女子大附属・精華・カリタス・湘南
白百合・玉川学園・森村学園・清泉・川村・立教・東京創
価・聖ドミニコ・聖学院・トキワ松・国立音大附属・東京
都市大学付属・桐光学園・小野学園・聖ヨゼフ・清明・国
本・大西学園・目黒星美

○大野紀子（１１年）
〔合格実績〕筑波大附属・東京学芸大附属竹早・お茶の水女

子大附属・横浜国大附属横浜・慶應幼稚舎・早稲田実業・
立教・日本女子大豊明・東洋英和・東京女学館・聖心女子・
白百合・光塩女子・立教女学院・聖学院・成城学園・昭和
女子大附属・小野学園・国立学園・国府台女子・日出学園・
昭和学院・千葉日大・東京創価・明星学園

○金子悦子（１１年）

〔合格実績〕お茶の水女子大附属幼稚園・東京学芸大附属竹
早園舎・暁星幼稚園・日本女子大附属豊明幼稚園・光塩女
子学院幼稚園・聖学院幼稚園・宝仙学園幼稚園・川村幼稚
園・慶應幼稚舎・筑波大附属・お茶の水女子大附属・暁星・
学芸大附属竹早・学芸大学附属大泉・埼玉大学附属・日本
女子大附属豊明・光塩女子・東洋英和・立教・国立学園・
白百合・淑徳・川村・星美・東京都市大学付属・西武文理・
聖徳学園・東京創価・聖学院他

○加藤順子（１０年）

〔合格実績〕慶應幼稚舎・早稲田実業・雙葉・日本女子大附
属豊明・白百合・東京創価・光塩女子・川村・東京女学館・
宝仙学園・昭和女子大附属・さとえ学園・聖学院・淑徳・
お茶の水女子大附属・筑波大附属・東京学芸大附属竹早・
東京学芸大学附属大泉・埼玉大学附属

○土橋裕子（１０年）

〔合格実績〕桐朋・桐朋学園・東京都市大学付属・国立学園・
桐光学園・早稲田実業・東京創価・カリタス・晃華学園・
武蔵野東・武蔵野学園・成蹊・帝京・昭和女子大附属・東
京学芸大附属世田谷・東京学芸大附属小金井

○古尾谷和子（１０年）

〔合格実績〕筑波大附属・東京学芸大附属竹早・横浜国大附属横浜・
横浜国大附属鎌倉他・横浜雙葉・白百合・精華・桐蔭・捜真・関
東学院・洗足学園・東洋英和・成城学園・晃華学園・目黒星美・
暁星・昭和女子他

○関順子（１０年）

〔合格実績〕暁星幼稚園・光塩女子学院幼稚園・筑波大附属・お茶
の水女子大附属・東京学芸大附属世田谷・東京学芸大附属竹早・
暁星・青山学院・立教女学院・聖心女子・成城学園・昭和女子大
附属・桐朋

○老川香苗（９年）

〔合格実績〕カリタス幼稚園・昭和女子大附属幼稚園・川村幼稚園・
松涛幼稚園・上野毛幼稚園・霊南坂幼稚園・筑波大附属・東京学
芸大附属世田谷他・慶應幼稚舎・白百合・立教女学院・東京女学
館・東洋英和・田園調布雙葉・昭和女子大附属・目黒星美・聖学
院・国本・川村・カリタス・和光他

○宮坂紀子（９年）

〔合格実績〕日本女子大附属豊明幼稚園・埼玉大附属・川村・星美・
捜真・東京創価・開智・さとえ学園・浦和ルーテル・暁星

○宇野早苗（９年）
〔合格実績〕筑波大附属・東京学芸大附属小金井・東京学芸大附属

大泉・早稲田実業・成蹊・青山学院・宝仙学園・成城学園・桐朋・
桐朋学園・立教女学院・東京女学館・晃華学園・光塩女子・暁星・
立教・国立学園

○関根久世（９年）
〔合格実績〕桐朋幼稚園・白百合学園幼稚園・東京学芸大附属小金

井・桐朋・桐朋学園・晃華学園・桐光学園・国立学園・東京創価・
東京都市大学付属・カリタス・明星

○石井尚子（８年）

〔合格実績〕淑徳幼稚園・筑波大附属・お茶の水女子大附属・東京
学芸大附属竹早・東京創価・淑徳・立教・川村・星美・聖学院・
聖徳学園・東京文化・白百合・国立音大附属・東星学園・国府台
女子学院・昭和学院・日出学園・西武学園文理・東京都市大学付
属

○佐藤聡美（８年）
〔合格実績〕日本女子大附属豊明幼稚園・東京学芸大附属竹早園舎・

筑波大学附属・お茶の水女子大附属・東京学芸大附属竹早・聖徳
学園・東京創価・日出学園・淑徳・暁星

○横田尚子（８年）

〔合格実績〕洗足学園大学附属幼稚園・白百合学園幼稚園・横浜国
立大附属横浜・関東学院・東京学芸大附属世田谷・お茶の水女子
大附属・清明学園・小野学園

○櫻井洋子（７年）

〔合格実績〕玉川学園幼稚園・晃華学園マリアの園幼稚園・カリタ
ス幼稚園・聖ドミニコ学園幼稚園・東京学芸大附属世田谷他・慶
應幼稚舎・青山学院・聖心女子・昭和女子大附属・小野学園・目
黒星美・成城学園・文教大附属・和光・東京都市大学付属

○今田弘子（７年）

〔合格実績〕お茶の水女子大附属幼稚園・白百合学園幼稚園・日本
女子大附属豊明幼稚園・東京音大付属幼稚園・筑波大学附属小学
校・慶應幼稚舎・淑徳・聖学院・東京創価・東京学芸大附属竹早・
雙葉・東洋英和・東京女学館・暁星・白百合・川村

○滝上美枝子（７年）

〔合格実績〕東京創価・横浜英和・横浜雙葉・暁星・慶應幼稚舎

○宇佐美高子（７年）

〔合格実績〕桐蔭学園幼稚部・東京学芸大附属世田谷・横浜国大附
属横浜・洗足学園・桐光学園・浦和ルーテル・目黒星美・聖心女
子・東京女学館・昭和女子大附属他



◆◇◆小学校入試合格者 合格実績◆◇◆

有名私立小学校 1,485 名合格

青山学院初等部(20) 小野学園小学校(16) 学習院初等科(18) 川村小学校(42)

暁星小学校(26) 国立音楽大学附属小学校(18) 国立学園小学校(19) 国本小学校(20)

慶應義塾幼稚舎(39) 啓明学園初等学校(3) 光塩女子学院初等科(21) 晃華学園小学校(18)

自由学園初等部(4) 淑徳小学校(50) 聖徳学園小学校(12) 昭和女子大学附属昭和小学校(48)

白百合学園小学校(21) 聖学院小学校(30) 成蹊小学校(22) 成城学園初等学校(16)

聖心女子学院初等科(27) 聖ドミニコ学園小学校(12) 星美学園小学校(28) 清明学園初等学校(12)

玉川学園小学部(3) 帝京大学小学校(4) 田園調布雙葉小学校(25) 東京三育小学校(7)

東京女学館小学校(18) 東京創価小学校(138) 東京文化小学校(2) 東星学園小学校(2)

桐朋学園小学校(38) 桐朋小学校(21) 東洋英和女学院小学部(15) 東横学園小学校(17)

トキワ松学園小学校(6) 日本女子大学附属豊明小学校(25) 雙葉小学校(18) 文教大学付属小学校(6)

宝仙学園小学校(20) 武蔵野東小学校(24) 武蔵野学園小学校(6) 明星学園小学校(5)

明星小学校(21) 目黒星美学園小学校(31) 立教小学校(34) 立教女学院小学校(24)

早稲田実業学校初等部(51) 和光小学校(4) 鎌倉女子大学初等部(2) カリタス小学校(7)

関東学院小学校(10) 関東学院六浦小学校(3) 湘南白百合学園小学校(9) 相模女子大学小学部(2)

精華小学校(14) 清泉小学校(10) 聖ヨゼフ学園小学校(17) 洗足学園小学校(21)

捜真小学校(11) 桐蔭学園小学部(20) 桐光学園小学校(13) 森村学園初等部(23)

横浜英和小学校(2) 横浜三育小学校(2) 横浜雙葉小学校(19) 暁星国際小学校(4)

国府台女子学院小学部(15) 昭和学院小学校(18) 聖徳大学附属小学校(8) 千葉日本大学第一小学校(10)

日出学園小学校(41) 浦和ルーテル学院小学校(22) さとえ学園小学校(11) 西武学園文理小学校(16)

開智小学校(29) 星野学園小学校(18) ノートルダム学院小学校(京都)(1)

国立小学校 533 名合格

お茶の水女子大学附属小学校(44) 筑波大学附属小学校(105) 東京学芸大学附属竹早小学校(60)

東京学芸大学附属大泉小学校(71) 東京学芸大学附属世田谷小学校(66) 東京学芸大学附属小金井小学校(112)

埼玉大学附属小学校(27) 横浜国立大学附属横浜小学校(41) 横浜国立大学附属鎌倉小学校(3)

神戸大学附属住吉小学校(1) 福岡教育大学付属福岡小学校(1) 広島大学附属小学校(1)

弘前大学教育学部附属小学校(1)

（カッコ内の数字は合格児 過去３年間・2007～09年度実績）

日本英才教育


